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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学 ： 高エネルギー加速器研究機構 

中 国 側 拠 点 大 学 ： 高能物理研究所 

韓 国 側 拠 点 大 学 ： 浦項工科大学付属加速器研究所 

イ ンド側拠点大学： ラジャ・ラマンナ先端技術センター 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）：     加速器科学                        
（英文）：     Accelerator Science                    
 
交流分野・研究テーマに係るホームページ： 
   http:// www.kek.jp/kokusai/china_japan/index.htm    
 
３．開始年度 
   2000 年度（平成 12 年度）              
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
   平成 １８年 ４月 １日 ～ 平成 １９年 ３月 ３１日  
 
５．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学：高エネルギー加速器研究機構 
  実施組織代表者：鈴 木  厚 人 
 コーディネーター：黒 川  眞 一 
     協力大学：東北大学・大学院理学研究科・多元物質科学研究所、茨城大学・工

学部、東京大学・大学院理学系研究科・素粒子物理国際研究センタ

ー・物性研究所、東京農工大学・工学部、首都大学東京・大学院理

学研究科、早稲田大学・理工学部、総合研究大学院大学・教育研究

交流センター、新潟大学・大学院自然科学研究科、名古屋大学・大

学院理学研究科・大学院工学研究科、自然科学研究機構・分子科学

研究所、京都大学・大学院理学研究科・基礎物理研究所、大阪大学・

大学院理学研究科、神戸大学・理学部、広島大学・大学院先端物質
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実施組織代表者：（英文）SAHNI, Vinord Chandra 
 コーディネーター：（英文）KOTAIAH, Swarana 
              JOSHI, Satish Chandra 
       協力大学：（英文）Delhi University, Panjab University,  

Inter-University Accelerator Centre, Tata Institute of 
Fundamental Research, Indian Institute of Science, 
Variable Energy Cyclotron Centre 

          （和文）デリー大学、パンジャブ大学、大学共同利用機関加速器セン 
ター、タタ基礎研究所、インド科学研究所、可変エネルギー 
サイクロトロンセンター 

 
６．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
平成 12 年度から始まった、日本の高エネルギー加速器研究機構(KEK)と中国の高能物理

研究所(IHEP)を拠点大学とする交流事業は、電子加速器そのもの及び電子加速器を利用する

研究に関する交流事業である。電子加速器を用いた研究は、物質の究極の構成要素と構成

要素間に働く力を研究する学問である素粒子物理学から、円形型電子加速器から発生する

放射光と呼ばれる光を用いて、物質を原子や分子のレベルで研究する放射光科学まで多岐

にわたる。 

電子加速器に関する研究及び電子加速器を用いた研究は、近年急速な進歩を遂げている

分野であり、アジア地域では、日本、中国、韓国、台湾、そしてインドにおいて進んだ研

究が行われている。日本と中国を中心としたアジアの研究機関間で人的、技術的交流を進

め、電子加速器そのものの研究及び電子加速器を用いた各種の研究を行うことにより、日

本と中国はもちろんのこと、アジア地域全体での加速器科学分野のレベルアップを目指す

ことがこの交流の主要な目標である。また、多くの若手研究者を参加させることにより、

次世代の研究者育成にも力を注いでいる。 

なお、平成 17年度からは、日中に加え、日韓間の交流事業が正式に立ち上がり、さらに、
平成 18年度から、新たにインドが加わることとなった。このことにより、当初からの目標
であった、アジア地域全体での加速器科学に関する交流に一歩近づいたと言える。 
 
７．平成１８年度の研究交流実績の概要 
 
７－１ 共同研究 

(1)電子加速器に関する研究 
★ KEK の B ファクトリー加速器は、順調に性能を向上させており、これまでに

1.73X1034cm2s-1 というルミノシティ を達成した。この性能向上の一端を、日中間の、電

子雲によるビーム不安定性の共同研究が担っている。 
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★高エネルギー加速器技術成果として、さらに、 

①超伝導加速空洞技術の共同 R&D の成果として、中国高能物理研究所の BEPC-II に用いる、

KEKB 方式の超伝導加速空洞の開発と、超伝導空洞技術の中国への移転が行われた。技術

移転は中国側の人材の育成と、中国における超伝導空洞技術の基礎づくりに大いに貢献

した。BEPC-II の総合運転は 2006 年 10 月から開始され、12 月末には、KEKB 方式の超伝

導加速空洞を用いた放射光モードが開始され、超伝導加速空洞は、全く問題なく安定に

稼働している。 

②加速器制御システム EPICS の普及努力は、これまで中国に対して行われてきたが、平成

18 年度には、インドにおけるセミナーが行われ、インドにおける EPICS の普及の着実な

足がかりをつくることができた。 

③世界の次期将来加速器計画リニアコライダーILC 実現に向けた KEK/ATF における世界ビ

ーム・ハンドリングとビーム観測装置の R&D が進展するとともに、ILC の主要構成要素で

ある超伝導加速空洞の R&D がアジア人研究者を交えて着実に進展した。 

(2)素粒子物理学に関する研究 

★現在 Belleは本格的なデータ収集を行っており当面は、物理解析に集中することで、相

手国側と了解した。  平成１８年度は、幾つかの進行中の解析の中で、以下の４つの研

究テーマで最終結果を得た。 

①Study of D-Dbar mixing 

これは、共同研究開始当初より中国グループが中心になって取り組んでいるテーマであ

るが、この結果は、D-Dbar mixing に対して最も厳しい制限を与えるものである。 

②B→ J/ψη’K 崩壊の探索 

 この崩壊モードはハイブリッド粒子の探索に有効である。今回388x106個のB中間子対のデ

ータを使ってB→ J/ψη’K 崩壊モードを探索し、上限値を求めた。 

③B+→ χc1π+ 崩壊の測定 

  B 中間子のχc1w を含む崩壊モードはインドグループが中心となり解析を進めていたが、

388x106個の B中間子対のデータを使って初めて B+→ χc1π+ 崩壊モードを検出した。 

④B→D0 D0π0Κ崩壊における共鳴粒子の D0 D0π0崩壊の観測 

 49x106個の B中間子対のデータを使って B→D0 D0π0Κ崩壊での D0 D0π0質量分布を詳細に調

べたところ 3875 +1.1/-1.9 MeV/c2の質量に狭いピークが観測され X(3872)の可能性が示

唆された。 

★その他の高エネルギー物理学実験関連成果として、 

①BESによる実験（JR-00-B4）においては、荷電κ 粒子の観測、エキストラκ 粒子の探索、

また、低質量ベクトルω および ρ、或いは低質量軸性ベクトル中間子の探索に研究を進

めた。 

②中国及びインドと「ヒッグスボソンが無い素粒子模型の現象論的帰結」に関する共同研究を

推進した。これは、近く開始されるＬＨＣ実験で「ヒッグスボソンさえ発見されなかった場
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合に何を調べれば良いのか？」という深刻な疑問に答える試みである。また、Ｔ２Ｋニュー

トリノ振動実験のビームを韓国でも観測する「Ｔ２ＫＫ」実験の物理的可能性についての共

同研究を韓国と行った。 

(3)放射光科学に関する研究 

★中国科学技術大学においては、放射光専用の 800MeV 電子ストレジリング NSRL の PHASE

Ⅱと称する改良作業が終了し稼働中であり、中国科学院高能物理研究所においては BSRF

が稼働中である。また、上海応用物理研では第三世代光源上海放射光施設の建設が進行

中である。本共同研究においては、実質的な放射光源の性能を左右する様々なビームの

振る舞いの研究、ビーム安定化法の研究、挿入光源及びビームラインの高性能化の研究

を行い、既設の放射光源の実質的な性能を大幅に向上させることとなった。 

★中国ではＳＳＲＦの建設が進んでいるものの、一方で唯一のＸ線放射光施設であるＢＳ

ＲＦが改造作業のため、マシンタイムを確保することが出来ず、利用研究に沿った、主

にＸＡＦＳ，Ｘ線解説実験、マイクロビーム利用実験、高圧下の物質科学実験、軟Ｘ線

分光実験といった多種多様な研究がＢＳＲＦ，ＳＳＲＦ，ＮＳＲＬの間で交流として行

われた。 

 

７－２ セミナー 

(1)リニアコライダーILC に関係する第７回ビーム物理セミナーを韓国釜山国立大学にて行った。リ

ニアコライダー開発研究用加速器 ATF で得られた研究成果と今後の研究目標について、ビー

ム物理学の観点から検討を行ない、多国間の理解を深めた。また、KEKB で問題に成っている

Electron Cloud をテーマにして、将来コライダーの性能を向上させる方法についても検討した。

このセミナーにより、今後必要とする研究項目を整理することになる。 

(2)コルカタの VECC において EPICS セミナーを開催した。インドにおいては EPICS

（Experimental Physics and Industrial Control Systems）はまだスタートしようとし

ている段階で、EPICS の理解やその利用方法について議論が始まったばかりである。 そ

こでこの機会に EPICS の経験者による講演と、ハンズオン・セミナーを組合わせて行い、

初心者に対する啓蒙を行うとともに、これからの共同研究の進め方について意見交換を

行った。 
(3)北京の中国科学院物理研究所において「レーザー加速と放射に関する第１回アジアサマ
ースクール」（First Asian Summer School on Laser Plasma Acceleration and 
Radiations）を次に掲げる目的で開催した。a)新しい粒子加速原理であるレーザープラズ
マ加速と新しい放射光源の原理に関する講義を大学院生若手研究者向けに行う､b)アジア
における若手研究者の育成と本研究分野の推進をはかる、c)アジアにおけるレーザープラ
ズマ加速研究の交流をはかる。 
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７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成 17年度からは、日中に加え、日韓間の交流事業が立ち上がり、平成 18年度からは、

日印交流事業が正式に立ち上がったことにより、本拠点大学交流事業は、アジアにおいて

加速器科学の研究活動が活発に行われている国を網羅する、多国間交流事業に成長をとげ

たといえる。 

平成 16年度に行われた外部委員による評価の中で、①日韓、日印を加えた加速器科学に

おけるアジアの主要国を網羅した多国籍間交流に発展させること、②研究の内容を、拡大

し、今後重要性が増す加速器を用いた中性子の研究を含めることを勧告された。平成 17年

度からは、まず日韓交流が開始され、さらに、平成 18年度にさらに日印交流が立ち上がっ

たことにより、勧告①については達成されたことになる。勧告②の中性子研究の立ち上げ

のための準備活動を、平成 18年度に、研究者交流により行った。 

日印交流については、平成 17年７月に VISA問題が完全に解決したことにより、平成 18

年度から正式に開始され、順調に進行して来た。なお、先端加速器に関する研究について

は、日中韓印共同事業として、平成 18年度から研究グループが正式に発足したことを付記

する。 

 

 

８．平成１８年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

本年度から、日印交流が正式に開始されたことにより、当初からの目標であった、アジ

ア地域全体での加速器科学に関する交流に一歩近づいたといえる。また、この 1-2年に劇的

な進展をみせている、レーザ・プラズマ加速に関する研究が、日中韓印の多国籍間交流事

業として立ち上がり、平成 18年度から本格的な共同研究を開始できることになった。 

 

８－２ 学術面の成果 

平成 18年度も大きな成果を成し遂げ、多くの学術論文が発表された。主たる成果を以下
に示す。 
① BEPC-IIの総合試運転が開始され、日中共同で開発してきた超伝導加速空洞によるビー
ム加速と 250mAまでの電流の蓄積に成功したこと。 

② 中国のレーザー装置を用い、世界最高レーザー強度によるレーザー・プラズマ加速実験

を行ったこと。 
③ BELLE における日中共同研究による、D-Dbar mixing に対して最も厳しい制限を与え
た、またインドとの共同研究において、初めて B+→ χc1π+ 崩壊モードを検出した。 
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８－３ 若手研究者養成 

中国高能物理研究所ではその高エネルギー実験計画としてタウチャーム物理の探求を目

指しているが、そこでは超伝導加速空洞という新しい加速器技術の導入が鍵となっている。

また、上海放射光施設でも計画当初からの超伝導加速空洞の導入を考えているが、いずれ

の研究所でも超伝導空洞は未経験の技術であり、この分野で世界をリードする KEKと共同
で進める本共同研究プログラムに対する期待は非常に大きい。また、KEKとの共同研究の
過程で、中国にこの分野の若手研究者が育ち中国の超伝導技術をリードする研究者が成長

した。このことは、また、超伝導技術開発を共同で進めることができるアジアのパートナ

ーが育ったことを意味する。ILC に超伝導空洞技術が採用された現在、これまでの交流は
将来の ILCのアジア内協力に向けて大きな礎を築いたと言える。 
 BELLE における物理解析は、中国から来所し KEKに長期滞在している大学院生も多く実
験に参加している。彼らにとって、KEK で BELLE 実験に携わることは将来に向けての非常に

貴重な経験になると思われる。KEKB 加速器、BELLE 検出器及び B の物理解析は、世界でも

最先端のレベルにあり若い学生のうちに直接それらに触れるのは有意義である。また、

BELLE は米国・アジア・欧州・豪州１５カ国からの約５０の大学・研究機関が参加する国際

協力実験であり、KEK には常に十数カ国からの研究者・学生が滞在し研究を進めている。彼

らと、議論を交わし共同で研究・解析を進めることは、国際性を養う上で重要であり、国

際貢献及び社会貢献に大いに役立っている。解析を行った大学院生は、その結果で博士論

文にまとめ、一人前の研究者が育っていく。 

総じて、日中拠点事業を進める過程でアジア地域全体へ共同研究の枠組みを広げる機運

が醸成され、その結果、平成 17 年度からは、本交流事業が、韓国を加え、さらに平成 18

年度からは、インドが正式に加わり、日中韓印多国間交流事業へ発展することになった。

特に平成１７年７月にインド人 VISA 問題が完全に解決したことにより、今後インド人若手

研究者の養成に貢献することが出来るようになった。 

 

８－４ 社会貢献 

本共同事業を行うことにより、アジアに対する見識を持つ国際的な研究者が数多く育ち

つつあること、また、科学の枠組みを超える更に広い領域における日本の地位向上をもた

らしていることが、最大の社会貢献と考える。特に、これまで、日本との接触が少なかっ

たインドとの交流を通し、インドの科学技術についての日本人の理解が進むことは、重要

な社会貢献である。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

平成 18 年度は拠点事業開始から 7年目となり、これまでの継続的な努力が実りつつある
と評価している。中国側では、本拠点事業の共同研究により学位を取得した研究者が出て

おり、また、BELLE実験の成果により、まもなく数人の中国人研究者が学位を取得し、ま
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た取得する予定である。 
拠点事業開始当時は、日中間の実力差が大きく、共同研究は偏ったものとならざるを得

なかったが、この 7 年間に、中国側が急速に実力をつけつつある。BEPC-II が建設の最終
段階にいたり、また、上海放射光の建設が順調に進行していることは、この事実を端的に

示すものである。 
ここで指摘すべきことは、中国側の実力向上に伴い、共同研究により、日本側が得るも

のが次第に大きくなりつつあることである。この共同研究は成熟期を迎えつつあるといえ

るであろう。特に、高能物理研究所の BES実験による J/Ψ崩壊データを解析したκ粒子の
検証は、この意味で特筆すべき成果である。また、中国の世界最強のレーザー装置を用い

た、レーザー･プラズマ加速器を用いた先端加速器に関する研究グループを、平成１８年度

から正式に立ち上げたことは、中国側の成熟度を示している。 

今後は、更に対等性を高め、対等なパートナーとしての日中協力を進めることが求めら

れる。 
平成１７年度の韓国についで、平成 18年度からインドが正式に加わり、日印協力が開始

された。このことにより、アジアの主要国間の加速器科学の協力体制へむけて大きな一歩

を踏み出したことになる。さらに、その他のアジア諸国全体を視野に入れた加速器科学の

共同研究を実施する機が熟したと考えており、この方向へのさらなる努力を積み重ねたい。 
 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１８年度論文総数  30 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 14 本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの 18 本 

（※ 論文リストを別に添付して下さい） 
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９．平成１８年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日 本 
（JSPS）

中 国 
(CAS) 

韓 国 
(KOSEF)

インド 
(DST) 

その他 合 計 

実施計画 108/733 70/326 29/177  207/1,236日 本 
（JSPS） 実績 

 
70/563 14/54 14/155  98/772 

実施計画 88/2,312 （6/18） (2/14)  88/2,312中 国 
(CAS) 実績 59/1,839

 

   59/1,839

実施計画 33/485 （6/18） (3/13)  33/485 韓 国 
(KOSEF) 実績 25/353  

 

  25/353 

実施計画 20/873 （7/14） （2/6）  20/873 インド 
（DST） 実績 13/318   

 

 13/318 

実施計画 3/75   2/10 5/85 
その他 

実績 3/73   2/17 

 

5/90 

実施計画 144/3,745 108/733 70/326 31/187  353/4,991
合 計 

実績 100/2,583 70/563 14/54 16/172  200/3,372

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してく

ださい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 10 ／ 43 （人／人日） 23 ／ 42 （人／人日） 

 


